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記 録 主 任 中村早由里

日付 種目

長野　匠吾(3) 9.90 芥川　颯来(3) 9.93 伊藤　絆人(3) 10.01 福田　　誉(3) 10.12 有竹　翔和(3) 10.13 成夢覇夢坐(3) 10.19 鷲野　彰斗(3) 10.21 井方　柚月(3) 10.22
KUSUPO 川越陸上少 保々ＲＣ 川越陸上少 三重西小 菰野ＳＣ 朝日陸上少 保々ＲＣ
中村　悠馬(4) 14.42 前田　羽琉(4) 14.69 長谷川　蓮(4) 14.71 井上　　碧(4) 15.11 山部　真仁(4) 15.12 完山　大始(4) 15.23 上谷　勇翔(4) 15.37 石曽根　颯(4) 15.46
朝日陸上少 YウェルネスC 三浜陸上 KUSUPO 三浜陸上 陽だまりJAC 朝日陸上少 三浜陸上
安藤　和真(5) 14.50 馬場俊太郎(5) 14.76 初又　　詠(5) 14.94 丹野　心星(5) 15.11 寺本　　湊(5) 15.14 伊藤　奏詩(5) 15.32 吉野　絢信(5) 15.42 横瀬　善悠(5) 15.45
KUSUPO 菰野ＳＣ 川越陸上少 三浜陸上 川越陸上少 保々ＲＣ 菰野ＳＣ 川越陸上少
上野　陽葵(6) 13.89 伊藤　碧希(6) 14.23 野上　祐伸(6) 14.37 吉田　光騎(6) 14.44 舘　　橙也(6) 14.94 岩田　碧斗(6) 15.29 小林　啓太(6) 15.38 松下　泰誠(6) 15.45
YウェルネスC 保々ＲＣ 楠陸上Jｒ 川越陸上少 保々ＲＣ 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ
小林　大斗(6) 2:25.13 川村　成海(6) 2:25.38 伊藤　秀馬(6) 2:26.21 玉井　悠斗(5) 2:26.53 星野　駿人(5) 2:27.39 完山　兼晨(6) 2:29.72 馬庭　康輔(6) 2:30.04 山内　康平(6) 2:32.67
YウェルネスC 川越陸上少 YウェルネスC KUSUPO 川越陸上少 陽だまりJAC YウェルネスC 菰野ＳＣ
川合　幸樹(6) 15.09 渡邉　拓真(5) 16.87 森本　陵牙(5) 17.41
菰野ＳＣ 楠陸上Jｒ 保々ＲＣ
菰野ＳＣ 56.81 川越陸上少 57.13 保々ＲＣ 59.13 朝日陸上少 59.13 楠陸上Jｒ 59.34 KUSUPO 1:00.71 三浜陸上 1:00.85
樋口　颯真(6) 吉村　駿佑(6) 伊藤　奏詩(5) 岩田　碧斗(6) *TK 滝川　琥白(5) 清水麗太郎(5) 丹野　心星(5)
小﨑　瑛太(6) 吉田　光騎(6) 伊藤　碧希(6) 白木　晴也(6) 渡邉　拓真(5) 玉井　悠斗(5) 竹林　　睦(6)
川合　幸樹(6) 川村　成海(6) 山中　大夢(5) 石ヶ森貫太(6) 村山　晴南(5) 松岡　将誠(5) 久保田翔愛(5)
山内　康平(6) 初又　　詠(5) 舘　　橙也(6) 笹井　悠吾(5) 野上　祐伸(6) 安藤　和真(5) 竹林　優月(5)
白木　晴也(6) 4m16(+0.9) 笹井　悠吾(5) 3m91(+1.3) 吉村　駿佑(6) 3m88(+0.9) 小﨑　瑛太(6) 3m77(+0.6) 児島　在史(6) 3m62(+0.4) 石ヶ森貫太(6) 3m46(+0.4) 山中　大夢(5) 3m26(+0.9)
朝日陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 保々ＲＣ
竹林　優月(5) 40m32 堀木　優雅(6) 37m92 松岡　将誠(5) 35m80 大須賀優聖(6) 35m64 飯田涼太郎(5) 34m75 小林　慶信(5) 25m06 初又　惟織(5) 20m73 加藤　綾人(5) 16m13
三浜陸上 菰野ＳＣ KUSUPO 川越陸上少 川越陸上少 KUSUPO 川越陸上少 川越陸上少
三浦　璃音(3) 9.84 伊藤　幸彩(3) 10.57 濱沖　茅那(3) 10.69 服部　杏美(3) 10.79 栗須　光優(3) 10.96 瀧川十和子(3) 11.02 川森ひなの(3) 11.19 森　　来繭(3) 11.21
海蔵小 菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 YウェルネスC 楠陸上Jｒ
石川　　凜(4) 15.94 吉岡　里桜(4) 15.97 森谷　梨世(4) 16.13 辻　　杏奈(4) 16.15 田中美咲妃(4) 16.54 稲玉　琴葉(4) 16.55 細川　陽菜(4) 16.55 新里　海愛(4) 16.71
海蔵小 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 三浜陸上 YウェルネスC 川越陸上少 *TK 陽だまりJAC
松井　優月(5) 14.78 栗尾　優月(5) 15.16 濱本　愛菜(5) 15.45 河上しずく(5) 15.46 中島　亜瞳(5) 15.90 岡田　彩花(5) 16.12 米山　乃愛(5) 16.21 伊藤　友愛(5) 16.27
菰野ＳＣ KUSUPO 菰野ＳＣ 朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ KUSUPO
原　　夢爽(6) 14.91 岩崎　ゆい(6) 16.46 田口　友惟(6) 16.51 樋口いずみ(6) 17.95
菰野ＳＣ KUSUPO 保々ＲＣ 朝日陸上少
坂本　美來(5) 2:22.22 研屋　杏虹(5) 2:22.76 神田　夢佳(6) 2:28.82 長谷川莉都(6) 2:29.41 皆川七奈子(6) 2:30.94 長谷川結都(6) 2:33.93 脇谷くるみ(5) 2:36.75 中原　凛音(6) 2:36.85
YウェルネスC KE 川越陸上少 KE YウェルネスC 陽だまりJAC YウェルネスC 陽だまりJAC 陽だまりJAC YウェルネスC
山名　彩楽(6) 16.15 吉岡　里菜(6) 16.74
菰野ＳＣ 朝日陸上少
菰野ＳＣ 58.78 川越陸上少 59.61 朝日陸上少 1:04.44
松井　優月(5) 平　　妃葵(6) 吉岡　里菜(6)
原　　夢爽(6) 小林　礼奈(6) 河上しずく(5)
島林　佑奈(6) 片山　心寧(6) 立木　はな(6)
山名　彩楽(6) 研屋　杏虹(5) 樋口いずみ(6)
駒田　夏芽(6) 1m25 小林　稜奈(6) 1m15 三羽　来実(5) 1m10 相松　優亜(5) 1m05
川越北小 三浜陸上 保々ＲＣ 保々ＲＣ
島林　佑奈(6) 3m73(+0.7) 片山　心寧(6) 3m47(+0.5) 市川　塔子(6) 3m44(+0.2) 水谷　伊織(6) 3m41(+0.8)
菰野ＳＣ 川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
伊藤優依奈(6) 39m48 落合　樹奈(6) 34m97 栗須　優芽(5) 14m21
菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 川越陸上少

凡例  KE:県小学記録 *TK:着差あり

8位

三泗小学生陸上競技交流大会 【20230719】
四日市市中央陸上競技場 【232010】
2020/11/07 ～ 2020/11/07

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

11月7日
小学3年男子60m

風：+1.3

11月7日
小学4年男子100m

風：+0.7

11月7日
小学5年男子100m

風：+0.6

11月7日
小学6年男子100m

風：+0.4

11月7日 小学5･6年男子800m

11月7日
小学5･6年男子80mH

風：+0.8

11月7日
小学3年女子60m

風：+0.8

11月7日 小学5･6年男子4×100mR

11月7日 小学5･6年男子走幅跳

11月7日 小学5･6年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

11月7日
小学4年女子100m

風：0.0

11月7日
小学5年女子100m

風：+0.8

11月7日
小学6年女子100m

風：+1.1

11月7日 小学5･6年女子800m

11月7日
小学5･6年女子80mH

風：+0.8

11月7日 小学5･6年女子4×100mR

11月7日 小学5･6年女子走高跳

11月7日 小学5･6年女子走幅跳

11月7日 小学5･6年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投


